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「私が食べた本」             村田 沙耶香 

「内定辞退ゼロ」                   近藤 悦康 

「休日が楽しみになる昼ごはん」     小田 真規子 

「雨上がり月霞む夜」           西條 奈加 

「 」     木本 美紀 
「スマホを落としただけなのに」         志駕 晃             
「未だ行ならず 上・下」         佐伯 泰英 

「大丈夫。人間だからいろいろあって」   香山 リカ 

「わかる!使える!作業工具・取付具入門」    澤 武一 

「最新！赤ちゃんの名づけ新百科」   栗原 里央子 

「 」   清水 栄司 

「あなたが介護で後悔する 35 のこと」  上村 悦子 

「沈黙のパレード」             東野 圭吾 

「暮らしの『もやもや』整理術」    松尾 たいこ 

 

「壁を乗り越える論語塾」          安岡 定子 

 

「ここにも！そこにも！ダニ」      皆越 ようせい           

「 」        原 ゆたか            

「BMX レース」           

「 」        加藤 直子 

「まえばちゃん」             かわしま えつこ            

「二年二組のたからばこ」        山本 悦子 

「まぼろしえほん」                井上 洋介 

「にぎやかなおでん」           犬飼 由美恵 

「どこがながいかわかる?」       

「100 年たったら」                   石井 睦美 

「日本鉄道地図鑑」         地理情報開発 

 「ゆめのとびらをひらくとき」       

 

【休館期間】※全館同時 

2 月 21 日（木）～ 28 日（木） 

【対象図書館】 

姶良市立図書館 全館 

中央図書館・加治木図書館・蒲生公民館図書室 

各地区公民館図書室（山田・帖佐・松原・重富・脇元）  
 

 

図書館システムの入替えのため、上記期間、姶良市立

図書館全館を休館いたします。皆様にはご迷惑をおかけ

しますが、ご理解の程、よろしくお願いいたします。 

※ご返却は返却ポストをご利用ください。但し、ＣＤ・ＤＶ

Ｄ・ビデオは壊れるおそれがありますので、３月１日(金)

以降直接カウンターへのご返却をお願いいたします。 

 

 

 
 

 

 
 

  

     

 

 

 

 

 《ふれあいプラザのお知らせ》

〇写楽あいら写真展  ２月９日（土）～２０日（水） 

※変更になる場合もあります。 

※ふれあいプラザを利用される方は、職員へご相談ください。 

  
  ２月                        ３月 

日 月 火 水 木 金 土
1 2

3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28

 

日 月 火 水 木 金 土
1 2

3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31         

※2月 12日（火）祝日振替休館日                   ※3月 28日（木）資料整理休館日 

※2月 21日（木）～2月 28日（木）図書館システム入替休館              

☆おはなしだっこの会（乳幼児向けのおはなし会） 

２月 ８日（金） 

３月 ８日（金） 

    午前１１時から 図書館１階 研修室にて 

☆おはなし会 

２月 ２日（土）    ２月１６日（土） 

３月 ２日（土）    ３月１６日（土） 

午後３時から おはなしコーナーにて 

 休館日 

 【笑う門には福来る】

2 月 3 日は節分。そして２月５日はニコニコ笑顔の日。 

読んでいると笑顔になれるよ本が勢揃い。 

 【ようこそファンタジーの世界へ】

現実の形式にはとらわれない、超自然的・幻想的・

空想的で不思議な世界へ導く本を紹介。 

【自分だけの本を作ってみませんか】 

オリジナルって魅力的。レクチャー本が大集合！ 

児童書コーナーで、節分など を！ 【季節の本】

 

開館：9 時  

閉館：平日 19 時 土日・祝日 18 時  



平成３１年２月分 

 《水曜名画座》
☆日 時：毎週水曜日 午後 ２時～ 

毎週土曜日 午前１０時～<再上映> 

☆場 所：姶良市立中央図書館 ２階視聴覚室 

 

２月２日（土） 

【A.I.】   

デイビッドは母親を愛するようプログラムされた少年

型のロボット。不治の病に冒されていた息子を持つ夫

婦のもとに送られたが、病が治ると捨てられてしまう。

母の愛を求め、さまようデイヴィッドの心の旅が始まる。 

出演：ハーレイ・ジョエル・オスメント ジュード・ロウ   

（2001年／アメリカ／2時間 23分／カラー／字幕） 

 

２月６日（水）・９日（土） 

【パリは気まぐれ】 

 厳格な生活にあきあきした見習い修道女のアニエス

は、尼僧院を脱走してあこがれの都パリにやってきた。

偶然知り合った姉御・モナリザに、夜の女になるための

教育を受けるが…。フランスの 2大女優バルドーとジラ

ルドが競演したコメディ。 

出演：ブリジット・バルドー アニー・ジラルド 

（1970年／フランス／約 1時間 26分／カラー／字幕） 

 

２月１３日（水）・１６日（土） 

【命捧げ候】 

 木曾福島藩吟味役・塚本伊織は、将来を嘱望されて

いたが、藩の重役・磯野の不正を見つけ、斬りかかっ

た磯野を逆に斬ってしまう。妻とともに江戸へ逃れて浪

人となった伊織だが、幼い娘が患い、次第に生活は荒

れていく。そして、最愛の妻は夜の商いに身を染めて

しまう。 

出演：緒形拳 南野陽子 平田満  

（2006年／日本／1時間 29分／カラー） 

 

２月２０日（水） 

【海角七号】 

 ミュージシャンとして成功するという夢に破れ、故郷

に戻った青年・阿嘉は、郵便配達中に今は存在しない

住所“海角七号”宛ての小包を見つける。中には 60年

前、敗戦によって引き揚げる日本人が台湾人女性を

想って船上で綴った 7 通のラブレターが。しかし日本

統治時代の住所を知る者は今や誰もいなかった。 

そんな中、阿嘉は町興しライブの前座バンドに駆り出

されるが。 

出演：ファン・イーチェン 田中千絵 中孝介 

（2008年／台湾／2時間 10分／カラー／字幕） 

 《親子映画会》
☆日 時：毎週土曜日 午後 ２時～ 

毎週日曜日 午前１１時～/午後２時～ 

☆場 所：姶良市立中央図書館 ２階視聴覚室 

 

２月２日（土） 

【まんが世界昔ばなし】 

「十一わのはくちょう」「動物たちと火」  （22分） 

 

 

 

 

２月３日（日） 

【とおるといくえのアニメ日本の昔ばなし】 

「したきりすずめ」「ちから太郎」     (25分) 

 

 

 

 

２月９日（土） 

【サンリオキャラクターアニメーション】 

「キキとララのはばたけ！ ペガサス」 

「けろけろけろっぴのぼくらのお姫さま」  （60分） 

 

 

 

２月１０日（日） 

【スプーンおばさん】 

「あらら小さくなっちゃった」「なくなったぼうし」 

「ドッキリいちごとり」          (25分) 

 

 

 

２月１６日（土） ☆初上映☆ 

【おじゃる丸スペシャル わすれた森のヒナタ】 

・ある日ピクニックに来たおじゃる丸たちが遊んでい

ると、いつの間にか知らない子がまじっていた。チャ

ンバラが得意な元気な女の子だ。“ヒナタ”というそ

の子は記憶を失っていて…。        （29分） 

 

 

 

２月１７日（日）  

【スプーンおばさん】 

「ハチャメチャペンキぬり」「こんにちは森の女の子」 

「子ウサギいたずら作戦」         （25分） 

 

 

 

 

※視聴は無料です。また、予定は変更になる場合があります。 

2月 21日(木)～28日(木)は 

休館の為、映画上映はありません。 


